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Feature
特

集

新年のごあいさつ

新年あいさつ
明けましておめでとうござ
います。
令和４年の新春を迎え、謹

辰馬

章夫

３月末の完成を目指してほぼ計画通りに進捗していま
す。新西宮商工会館は、外観、内観に市内大学生から
提案されたアイデアが活かされ、コンパクトで機能的、

んで新年のお慶びを申し上げ

効率的であることを目指しています。新たな機能とし

ます。

て、起業チャレンジを応援する「にしのみや起業家支

会員の皆さまにおかれまし

援センター」
、地域活動を応援する「にしのみや地域経

ては、日頃から会議所の事業

済交流センター」をそれぞれ整備するなど、地域に拓

推進に多大なご支援とご協力

かれた会議所活動を展開してまいります。

を賜り、年頭にあたり厚く御礼を申し上げます。

また本年を創立 80周年記念イヤーと位置づけ、竣

また、新西宮商工会館の建設に向けて、数多くの役

工式や記念式典を始めとし、商工会館を活用した取り

議員・会員の皆さまから建設協力金を賜り、心より感

組みや、多くの会員の皆様のチャレンジを応援できる

謝申し上げます。

取り組みを実施してまいりますので、期待していただ

本年、昭和 17年に創設されました西宮商工会議所

きたいと思います。

は 80 周年を迎えますが、この 80 周年という節目を役

80年間を振り返りますと、会議所設立時の議員数は

議員・会員の皆様とともに迎えられることに感謝いた

僅か 40 名で、市役所庁舎に事務局を置いて発足した

しますとともに、今後、新西宮商工会館が会議所の活

ことが記録に残されております。そして昭和 41年３

動拠点として皆様を力強く後押しできるよう努めてま

月には、第二代会頭長部文治郎氏のご尽力により、地

いります。

域の商工業を支える拠点として旧西宮商工会館が竣工

わが国においては、昨年夏より感染力が極めて強い

しました。昭和 40 年代の高度成長期を経て都市化が

デルタ株が猛威を振るい第 5波が到来しましたが、そ

進展するなか、大型小売店の進出が相次ぎ、更に 50

の後急激な減少に転じ、10 月１日より緊急事態宣言等

年代に入ると、鳴尾浜埋立地への工場移転、西宮浜で

が全面解除となるなど、苦境が続く業界や事業者から

の工場用地の整備などがあり、産業構造は大きく転換

は経済活動が一層活発化することへの期待が高まって

しました。

います。

平成年次まで続いたバブル経済が崩壊し景気の冷え

兵庫県では、昨年は長い期間、緊急事態宣言やまん

込みが一層深刻化するなか、平成７年１月 17日に阪

延防止等重点措置によって外出自粛や休業・営業時間

神淡路大震災に見舞われ、地域の基幹産業は未曾有の

の短縮、酒類提供の制限が続き、業種や規模を問わず

被害を被りました。その後、震災復興と共に人口は回

多くの事業者の経済活動が大きく停滞し、その間に失

復し、現在では住みたい街として高い評価を受けると

われた需要は未だに回復していません。西宮市にあっ

ともに、様々な生活関連サービスや福祉関連事業者が

ても、地域経済を支え雇用を担っている中小企業や小

増加し地域を支える存在となっています。これまでの

規模事業者は、これらの影響を受け未だに厳しい経営

会議所の歩みをしっかりと受け止め、これからも会議

状況が続いています。

所の歴史を未来へと紡いでまいります。

このような中、会議所では、昨年来、新型コロナウ

会議所事務局は、昨年３月末より JR 西宮駅前のフ

イルス感染症に関する相談窓口を設置し、数多くの会

レンテ西館内に仮移転し、会員の皆様には大変ご不便

員の皆様の経営相談に対応するとともに、３回にわた

をおかけしておりますが、引き続き、資金繰りや雇用

る新型コロナウイルス感染拡大に関する緊急アンケー

維持といった足元の支援に加え、ウィズコロナ・アフ

トにより会員の皆様の声をお聞きし県や市へ要望とし

ターコロナに向けた事業再構築や IT・ICT 活用による

て届け、県政・市政への反映に努めてきました。また、

デジタル革命、グリーン社会の実現への支援などにも

会議所が設置した物品調達等受注機会拡大連絡会の活

対応してまいります。

動を通じ、コロナ禍の影響を受けている市内事業者へ

結びになりますが、本年が会員の皆さまにとりまし

の優先発注に向けて取り組み、多くの項目について改

て、希望に満ちた年となりますようお祈りいたします

善を図ってきました。

とともに、会議所活動に一層のご理解とご支援をお願

さて、新西宮商工会館の建設については、昨年３月
より解体工事、８月より建築工事に着手し、令和４年
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い申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。

Feature
年頭所感

特

集

三村

明夫

～地域とともに、未来を創る～
日本商工会議所

明けましておめでとうご
ざいます。

て主導的な役割を果たすべきです。
こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は

2022 年 の 新 春 を 迎 え、
謹んでお慶び申しあげます。

本年、特に以下３点について重点的な取り組みを実行
してまいります。

昨 秋 以 降、 国 内で は 新 型
コロナ新規感染者数が著し
く 減 少 し、 本 格 的な 日 常 生

第一は「デジタル活用による中小企業の生産性向上」
です。これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本の
中小企業は、様々な変化に柔軟かつ迅速に対応できる

活回復に向けた動きが加速
化する中で新年を迎えられ
たことを皆さまと共に喜びたいと思います。

潜在的な変革力を有しています。中小企業経営へのデ
ジタル活用は、生き残りをかけた自己変革の有力な手
段であり、コロナ禍で加速したデジタル化の流れを、

海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは
予断を許さないものの、商工会議所は、本年を感染防

業務効率化に留まらず、越境 EC 等を通じた販路拡大、
さらには業態転換などのビジネス変革にまで広げる経

止と社会経済活動をより高い次元で両立させる年と位
置付け、地域経済ならびにそれを支える事業者の皆さ
まの発展のため、引き続き全力を尽くしてまいります。
さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく
回復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や

営力向上の柱として強力に支援してまいります。
第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価
値の向上」です。商工会議所による伴走型の経営相談
体制の強化により、事業承継や事業の再生・再構築を
後押しし、経営の効率化や付加価値創出力の向上を強

規模により回復度合いが異なる「Ｋ字型回復」の状況
が続いています。国民全体を覆う閉塞感を真に打開す
るためにも、昨年政府が決定した「新たな経済対策」
の着実な実行はもとより、国民が日本の将来について
明るい希望を抱けるような、新たな成長と発展への道
筋を明確に示す必要があります。
第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主
義」を掲げ、「成長と分配の好循環」
「コロナ後の新し
い社会の開拓」に向けて議論を重ねてきました。私は
コロナ禍を通じて、「強く豊かな国でなければ有事の
際に国民を守ることができない」と改めて認識しまし

力に支援してまいります。また、大企業と中小企業で
構成されるサプライチェーン全体で、創出した付加価
値やコストをフェアに分かち合う取引適正化も不可欠
です。登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ
構築宣言」は、官民連携でこれを実現するための有力
なプラットフォームであり、今後は宣言の実効性をよ
り高め、中小企業の付加価値向上、ひいては日本全体
の成長力の底上げに寄与してまいります。
第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京
一極集中と言われますが、実際には一次産業の成長産
業化、インフラ整備を通じた製造業の集積、インバウ

たが、日本を危機に対するレジリエンスを備えた強い

ンド需要の取り込みなどを進めてきた地方圏の方が、

豊かな国にするためには、コロナ禍で明らかになった
社会課題の解決と経済成長を車の両輪として同時に実
現することが必要です。
少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を

東京圏よりも高い経済成長率を実現しております。コ
ロナ禍を契機としたさらなる地方分散化の動きもみら
れる中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ、
こうしたモメンタムを地方創生の加速化につなげてい

抱えるわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長

くことは、レジリエントな日本の国土形成のためにも

を図るためには、一国の豊かさを示す総合的な指標であ
る「１人当たり GDP」の引き上げを国全体の目標とし
て掲げ、あらゆる分野での生産性向上と潜在成長率の底
上げを図る必要があります。特に、雇用の約７割を占め

不可欠です。商工会議所は、地域総合経済団体として
地域の多様な主体との連携を深め、地域ぐるみの地方
創生をさらに後押ししてまいります。
最後に、日本商工会議所は今年で創立 100 周年を

る中小企業の生産性を引き上げることは、ひいてはわが
国全体の生産性の向上につながる重要な課題です。他に

迎えます。「地域とともに、未来を創る」をスローガ
ンに、次の 100 年に向けて、中小企業の活力強化と

も、経済・医療安全保障、成長を支える基盤である人材
育成や科学技術研究への投資、デジタル化の推進、
「Ｓ
＋ 3E」の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー

地域活性化による日本経済の持続的な成長の実現を
目指し、515 商工会議所と連合会、青年部、女性会、
海外の商工会議所とのネットワーク力を最大限活用

政策と技術革新等が不可欠です。通商面では、TPP や
RCEP の成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携

し、新しい時代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思
います。引き続きのご支援、ご協力をお願いして、私

を深めつつ、引き続き日本が自由貿易体制推進におい

の年頭のあいさつとさせていただきます。
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Feature
特

集

新年のごあいさつ

躍動する兵庫、コロナを乗り越え未来へ

新年のご挨拶

兵庫県知事

新年あけましておめでとうご
ざいます。
昨年も新型コロナが私たちの
暮らしに大きな影響を及ぼしま
したが、県民・事業者・医療関
係者の皆さんのご協力により、
第５波を乗り越えることができました。
しかし、感染再拡大のリスクは続きます。マスク着用、手
洗い、「密」の回避など基本的な感染対策の徹底を引き続きお
願いします。県としても、保健所や医療提供体制の強化、３
回目のワクチン接種の推進など、対策に万全を期します。
同時に、
「ワクチン・検査パッケージ」等も活用しながら、飲食、
旅行、イベントなど、社会経済活動との両立も図っていきます。
さらに、今年はポストコロナ時代を見据えた取組を本格的
に検討・推進する年とします。
その１つは、時代の潮流であるデジタル化やグリーン化の
加速。デジタル技術を、働き方、教育、医療・介護、地場産
業や農業など様々な分野で取り入れるとともに、再生可能エ
ネルギーの導入拡大や水素の利活用などの地球温暖化対策に
力を入れます。
また、少子高齢・人口減少社会への対応や、頻発化・激甚
化する自然災害への備え、交流と日常生活を支える道路ネット
ワークの整備など、すべての県民の皆様が安心して、育ち、働き、
暮らし続けられる、だれも取り残さない兵庫づくりを進めます。
大きなポテンシャルを持つベイエリアの活性化にも本腰を
入れます。2025年大阪・関西万博は、兵庫に人・モノ・投
資を呼び込む大きなチャンスです。更なる発展の起爆剤とす
べく、ベイエリアプロジェクトの起動、万博の来場者を県内
各地へ誘うフィールドパビリオンの具体化など、新たなチャ
レンジをしていきます。
もとより、こうした取組は行政だけでできるものではあり
ません。民間との連携をこれまで以上に広げていきます。ま
た、私自身が県内各地で地域の皆さんと対話を重ね、地域の
課題やニーズを新たな施策に繋げていく県民ボトムアップ型
県政を推進します。
「躍動する兵庫」の実現に向け、飛躍の一年としていく決意
です。皆さんのご理解、ご支援をお願いします。

謹んで新春のお慶びを申し上
げます。西宮商工会議所及び会
員の皆様には、様々なかたちで
本市のまちづくりにご協力いた
だいておりますことに、心より
感謝申し上げます。
さて、中小企業景況調査によりますと、昨年の全産業の業
況判断ＤＩは 25 から 30ポイントの間で上昇と下降を繰り
返しており、同調査において景気が「良い」と答えた事業者
よりも「悪い」と答えた事業者のほうが大幅に多い状況が続
いています。新型コロナウイルス感染者数は夏には過去最大
となり、長きに渡って緊急事態宣言が発令され続け、特に飲
食業界には大きな打撃を与えるものとなっておりました。そ
のようななか、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が
進み、９月末には感染者数が大幅に減少したことから緊急事
態宣言が解除され、徐々に経済活動も活発になる兆しが見え
たところです。まだコロナ禍前の世界に戻るにはしばらく時
間がかかると思われ、市としてもその時々の状況を見ながら、
有効な支援策を実施できるよう努めてまいります。そのため
には、事業者の皆様からのご意見も参考にさせていただきな
がら、西宮商工会議所としっかりと連携していくことが重要
であると認識しております。
今年は、いよいよ新しい西宮商工会館が竣工します。本市
の産業を支え続けてくださっている事業者の皆様と、これか
ら本市の産業を支える存在となる起業家への支援拠点とし
て、本市の魅力や質を高める西宮らしい施設となることを大
いに期待しております。
結びになりますが、西宮商工会議所ならびに会員の皆様の
更なるご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

新西宮商工会館 建設協力金のお願い
新西宮商工会館の建設につきましては、８月より建設工事に着手し、
着々と新会館の建築が進んでおります。本格的に新会館の建設が始まり
ましたことに伴い、９月下旬より会員の皆さまに建設協力金の募集のお
願いを開始しております。募集に関しましては、会員の方は１口５千円
として、法人は２口以上、個人事業主の方は１口以上を目安とし、議員
の方は１口５万円として、常議員・監事の方は４口以上、議員の方は２
口以上を目安とさせていただいております。ご依頼につきましては現在、当所職員が事前にご連
絡を行ったうえで事業所を訪問させていただいておりますが、当所ホームぺー
申込フォーム
ジ「新西宮商工会館 建設協力金のお願い」の募集方法より「申込書」をダウン
ロードして FAX いただくか、「申込フォーム」での送信によってもお申込みい
ただけますのでご活用ください。
新型コロナウイルス感染症により経済状況が厳しい中ではございますが、建
設の趣旨をご理解いただき、建設協力金の募集にご協力いただきますようよろ
しくお願い申し上げます。
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Feature

新型コロナウイルス感染症関連対策 特

集

＜令和３年度補正予算案＞

コロナの影響で売上が減少している皆様へ

事業復活支援金
最大 250 万円 を給付
☑ 個人事業主は上限 最大 50 万円 を給付
☑ 法人は上限

＊ 2022年３月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業
者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、５か月分の売上高減少額を基
準に算定した額を一括給付します。
＊上限額は、売上高に応じて三段階。売上高 30％～ 50％の減少の上限額は売上高
50％以上減少の上限額の６割となります。

対 象 者：新型コロナの影響で、2021年 11 月～ 2022 年３月のいずれかの月の売上高が 50% 以上ま
たは 30% ～ 50% 減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主）
開始時期：補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定
給 付 額：５ヶ月分（11月～３月）の売上高減少額を基準に算定
上 限 額：
法人

4

売上高減少率

個人

▲ 50％以上
▲ 30％～ 50％

年間売上高
1 億円以下

年間売上高
1 億円超～ 5 億円

年間売上高
5 億円超

50 万円

100 万円

150 万円

250 万円

30 万円

60 万円

90 万円

150 万円

西宮商工会議所
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Feature
特

集

がんばろう日本酒！！
西宮酒ぐらルネサンス販売会

開催のご案内

西宮の日本酒の伝統文化の発信と食産業の振興、観光振興を目的とする「西宮酒ぐらルネサンスと
食フェア」は例年 10 月に開催し今年度で 25 回目を迎える予定でしたが、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を鑑み、参加者および関係者の健康・安全面を考慮した結果、安心・安全な運営が困難
と判断し開催を中止いたしました。
つきまして、今回は「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」の代替としてコロナ対策を万全にした上
で開催できるリアルイベントとして、酒ぐらメーカーの日本酒販売会を開催することとなりました。
本イベントのみの限定酒や福袋なども販売予定ですので、ぜひ会場までお越しいただきご自宅等
で日本酒を楽しんでいただければ幸いです。
日

時：令和４年１月 30日（日）10：00 ～ 15：00

場

所：六湛寺公園

内

容：西宮の日本酒の販売会

※試飲、飲食は行いません

出店メーカー：寳娘、白鹿、日本盛、徳若、大関、白鷹、島美人、灘一
主

催：西宮酒ぐらルネサンスと食フェア実行委員会
（西宮酒造家十日会、西宮市、西宮観光協会、西宮商工会議所）

関連イベント：下記 4サテライト会場にて関連イベント実施予定

※ループバスの運行はありません

①白鹿クラシックス（西宮市鞍掛町 7-7）
・イベント限定「超特選 鳳凰白鹿 純米大吟醸」優良試飲
②日本盛 酒蔵通り煉瓦館（西宮市用海町 4-28）
・（売店）酒粕、生原酒ボトル缶セット、量り売りのサービス販売
・（レストラン）ウエルカムドリンクサービス
③甘辛の関寿庵（大関／西宮市今津出在家町 3 番 3 号）
・内容未定
④白鷹禄水苑（西宮市鞍掛町 5-1）
・限定飲み比べイベント（30 分入れ替え制）
問 合 せ 先：西宮商工会議所

地域振興課

担当：荒木

TEL：0798-33-1258

ホームページ：西宮酒ぐらルネサンスと食フェア公式サイト
https://n-cci.or.jp/sakagura/
※本イベントの情報は令和 4 年 1 月上旬に公開予定です
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Ｍonthly

Monthly あ・ら・かると
各部会の活動報告

卸売業部会

隆）

▼

（部会長

足達

信章）

▼

（部会長

松田

隆）

▼

予算要望及び懇談会（令和３年８月 25 日）
内 容：令和４年度西宮市建設関係予算要望
参加者：4 名（正・副部会長）
講習会（令和３年 10 月８日）
テーマ：「最近の不当要求の傾向について」他
参加者：69 名（69社）
（部会長

古賀

▼

交通運輸業部会

上田

勝嗣）

▼

セミナー（令和 3年 11月 24日）
意見交換会：
「西宮警察署交通課との意見交換会」
講 師：西宮警察署 交通第一課
警部補 藤本 純一 氏
参加者：９名
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（部会長

増田

雄彦）

セミナー（令和 3 年 11 月 8日）
テーマ：「不易流行を読み解くためのマーケターの視
点 2021」
講 師：関西学院大学商学部 教授 西本 章宏 氏
参加者：25名

今後の部会活動予定

小売業部会

（部会長

津曲

孝）

▼
泰介）

セミナー（令和 3年 11月 12日）
テーマ：
「万博をはじめとする関西大型プロジェクトの現状」
講 師：㈱三井住友銀行 関西成長戦略室
室長 林
俊武 氏
参加者：32 名
（副部会長

情報・生活サービス業部会

セミナー（令和 4 年 1 月 27日）
テーマ：「小さな事業者のための IT 活用のすすめ」
講 師：NPO 法人ヒューリット経営研究所
川野
太氏

▼

金融保険業部会

セミナー（令和 3年 11月 16日）
テーマ：「サイバー犯罪の現状」
「経営レベルで考える最低限知っておくべき
サイバーセキュリティ」
講 師：兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課
警部補 曽谷 佳充 氏
グローバルセキュリティエキスパート㈱
取締役 西日本支社長 三木
剛氏
参加者：15名

▼
田中

オンラインセミナー（令和 3 年 11 月 25日）
テーマ：「事業者のための SDG ｓセミナー」
講 師：（一社）SDGs 推進士業協会 理事・弁護士
坂
昌樹 氏
参加者：12 名

建設業部会

和弥）

▼

（部会長

セミナー（令和３年 11 月 19日）
テーマ：「HACCP（ハサップ）の考えを取り入れた衛
生管理セミナー」
～小規模な事業者のコロナ対策、危機管理に
もつながる～
講 師：アクティス㈱代表取締役 垣谷 泰三 氏
参加者：９名

工業部会

加藤

専門サービス業部会

（部会長

櫻田

茂）

セミナー（令和４年１月 13 日）
テーマ：
「夙川グリーンタウンに学ぶこれからの商業
施設・店舗が目指すもの」
講 師：㈱クエッション代表取締役
大波加正行 氏 他

▼

食品産業部会

（部会長

▼

▼

活動報告

不動産業部会

（部会長

松村

俊一）

ハイブリッドセミナー（令和 4 年 1 月 11日）
）
テーマ：
「中小企業に求められる業務のデジタル化に
向けた取組み」
講 師：NTT 西日本ビジネス営業本部
スマートビジネス営業部担当課長
田口 宣人 氏

▼

令和３年度

Information

西宮商工会議所からのお知らせ
西宮商工会議所「令和３年分 所得税・消費税 確定申告相談」のご案内
当所委嘱税理士による令和３
年分の所得税と消費税の確定申
告相談を個人事業者対象に、右
記の日程で５日間行いますので
ご利用ください。

対
日
時

象：個人事業者
程：令和４年２月 28 日（月）～３月４日（金）
間：10：00 ～ 15：00（相談時間：１事業所 30分まで）
［12：00 ～ 13：00は昼休憩］
※消費税の確定申告がある方は、お早めにお越しください
場
所：西宮市立勤労会館 ３階第２会議室
※混雑している場合は、多少お待ちいただくことがあります。
問合せ先：西宮商工会議所 経営支援課 担当：久保、大山 TEL：0798-33-1257

＜注意事項＞

①わかる範囲で結構ですので、令和３年分の青色申告決算書または収支内訳書に下書きをした上でご参加ください。
②期間内では何度でもご相談できますので、計算のやり直し等を考慮して早めの日程にてご相談ください。
③受講日当日は、マスクの着用など感染拡大防止措置へのご協力お願いいたします。37.5℃以上の発熱、または体調不良のある場合のご来場はご遠慮ください。
④新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、日程等を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※詳しくは、２月号、３月号の同封チラシをご覧ください。

西宮税務署

令和 3 年分 所得税・消費税 確定申告相談に関するご案内
税理士が相談に応じる確定申告会場

フレンテホール
開設
期間

フレンテ西宮５階（JR 神戸線「西宮駅」徒歩１分）

令和４年２月 16日㈬～３月 15日㈫ 9：00 ～ 16：00
年金所得者、給与所得者の還付申告

（土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税、相続税及び住宅借入金等特別控除の申告を除く）

アピアホール
開設
期間

アピア１

５階（阪急今津線「逆瀬川駅」前 )

令和４年２月１日㈫～２月 15日㈫ 9：15 ～ 15：30
年金所得者、給与所得者、事業所得者等

（土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税及び相続税の申告を除く）

◎土・日・祝日は開設しておりません。 ◎上記会場で相談していない「土地・建物・株式等の譲渡所得」、「山林所得」、「贈与税」及び「相続税」に関す
る相談が必要な場合（フレンテホールでは、このほか住宅借入金等特別控除の申告）は、西宮税務署の確定申告会場をご利用ください。

西宮税務署の確定申告会場
令和４年２月 16日㈬から３月 15日㈫まで（土・日・祝日を除く）
9：00 から 17：00 （相談受付：16：00まで）
開設
開設
※西宮税務署の確定申告会場のみ２月 20 日㈰、２月 27
◎西宮税務署の駐車場は、１月 17日㈪～３月 31 日㈭の
期間
時間
日㈰は開設します。

◎会場に関するお問合せは、西宮税務署

（〒 662-8585 西宮市江上町３-35

間は利用できません。

個人課税第１部門へ

℡ 0798-34-3930）

個人住民税の納税について

「確定申告書等作成コーナー」では、確定申告書の
作成、e-Tax による送信（提出）ができます！
詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）へ

兵庫県・市町

東日本大震災の教訓を踏まえた防災

個人住民税は、県民税と市町民税をあわせて市町が課税し、徴収する税です。給与所
得者と 65歳以上の年金受給者は、給与や年金から特別徴収され、それ以外の方は、市
町から送付される納税通知書により、原則として年４回に分けて納めていただきます。
給与所得者等以外の方の第４期分の納期限は、１月 31 日（月）
（市町により納期限が
異なる場合があります。）ですので、最寄りの銀行などの金融機関でお納めください。
※お問い合せはお住まいの市（区）役所、町役場まで
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施策の実施に伴い、令和 5年度まで
の個人住民税の均等割の税率が年額
1,000円（県民税 500円、市町民税
500円）引き上げられています。また、
県民税均等割のうち 800円は緑の整
備のための「県民緑税」です。

西宮商工会議所
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西宮商工会議所からのお知らせ
西宮北部地域出張経営相談室

相談無料

予約優先

中小事業者応援給付金や事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金などの補助金申請、販路拡大、融資制度の
相談など、経営に関する相談をおこないます。また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けているまたは、
その恐れがある事業者の相談も無料で応じます。お気軽にお越しください。
日
時：令和 4年１月 18日（火）13：00 ～ 16：00（相談時間：１社 30 分まで）
場
所：阪神流通センター協連会館 ２階会議室（西宮市山口町阪神流通センター１丁目 31）
主
催：西宮市・西宮商工会議所
申込方法：ご希望の方は、TEL もしくは、ホームページよりお申し込みください。
問合せ先：西宮商工会議所 経営支援課 担当：金谷（カナヤ）TEL：0798-33-1257
※新型コロナウイルスに伴う感染予防対策のため、咳エチケットや頻繁な手洗いなどに心がけていただくとともに、体調に不安のある方は参加を控えて
下さいますようお願いします。また、相談担当者はマスクを着用し対応させていただきますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

Google マイビジネス活用＆ブランディングワークショップ
新型コロナウイルスの影響がある中、愛されるお店は常連に支えられ、そうでないお店は顧客
離れが加速したと言われています。小規模事業者だからこそできるブランディング戦略と、集客
に貢献する GoogleMAP を活用して、地元で愛される繁盛店を目指しませんか？
日
場

時：2022年 1月 13日（木）1月 21 日（金）二回コース
所：西宮勤労会館 第七会議室

14：00 ～ 16：00
申込はコチラ

小さな事業者のための IT 活用のススメ（セミナー） 小売業部会事業
講師にヒューリット経営研究所の川野太氏をお招
きし、コロナ禍をチャンスに変えた取り組み事例紹
介、小規模事業者でも活用できる様々なツール紹介、
自社のビジネスにおける検討方法について、セミナー
を開催いたします。ぜひ、ご参加ください。

日
場

時：2022年１月 27 日（木）
14：00 ～ 16：00
所：西宮市民会館 501 号室
※定員 50 名

申込はコチラ

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞「申請書作成」個別相談会
＜一般型＞
小規模事業者等が、地
域の商工会または商工会
議所の助言等を受けて経
営計画を作成し、その計画に沿って
地道な販路開拓等に取り組む費用の
２／３を補助します。
補助金上限額は 50 万円です。次
回の締切は、２月４日です。
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開催日時：令和４年１月 21 日、24日、25 日
時間は各日とも 10：00 ～ 11：30、
13：00 ～ 14：30、15：00 ～ 16：30
相談会場：西宮市立勤労会館（西宮市松原町 2-37）
申込方法：右の QR コードの申込フォームから
お申込ください。
問合せ先：西宮商工会議所 地域振興課 担当：大石、池田

申込はコチラ

Information

西宮商工会議所からのお知らせ
西宮商工会議所 1 月行事予定
日

月

火

水

木

金

土

1

3

2

4

5

6

7

8

14

15

21

22

●賀詞交歓会

●冬季休業

9

10

16

11

17

12

13

●定例融資個別相談会 ●マル経審査会
●不動産業部会セミナー

●西宮市経営支援事業
Googleマイビジネス＆
ブランディングワーク

18

20

19

●よろず支援拠点
●働き方改革相談窓口
●北部出張経営相談室

●働き方改革相談窓口 ●西宮市経営支援事業２日目
Webマーケ＆SNS活用
最前線セミナー

● 西宮地区雇用対策協議会
新春講演会・賀詞交歓会

23

24

30

●酒ぐらルネサンスと
食フェア代替イベント

25

26

27

28

29

● 小売業部会 小さな
事業者のためのIT活用
セミナー

31

●正副会頭会議

兵庫県技術士会阪神分室における「（無料）技術相談」の一時中断と代替相談窓口について
NPO 法人兵庫県技術士会阪神分室（西宮商工会館本館２階）において毎週木曜日午後に「
（無料）技術相談」をご愛
顧いただいておりましたが、このたびの西宮商工会館建替工事に伴い、2021 年３月から 2022 年３月まで一時的に
中断させていただきます。なお、その間の「（無料）技術相談」は、NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所（下記）にて
承りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
【代替相談窓口】NPO 法人兵庫県技術士会神戸事務所
URL: https://www.hpea-npo.com/
神戸市中央区東川崎町 1 － 8 － 4（神戸市産業振興センター５階）
TEL 078-360-3320、FAX 078-599-7545
E-mail：kobeinfo@hpea-npo.com

～で あ い 、ふ れ あ い 、会 員 づくり～

会 員 募 集 キャンペ ーン実 施 中

西宮商工会議所では、組織の充実と強化を図り、より信頼される会議所となるため現在、
「会員増強運動」を実施しています。趣
旨をご理解いただき、ご入会くださいました事業所の皆様には誌上を借りまして、厚くお礼を申し上げます。
西宮商工会議所 TEL.0798 － 33 － 1131

新入会員紹介
事

業

所

一層のご繁栄を祈念いたします。
名

所

在

地

松本はりきゅう施術院

西宮市六湛寺町2-1
セントラルガーデンタワー店舗棟201

ビューティーエステサロン
LaLa

西宮市

電

話

業 種 ・ ＨＰ ア ド レ ス

鍼灸整体院
https://matsuhari.com

0798-61-1092

090-1077-6236

完全予約制のプライベートサロンです
※掲載を希望された会員様のみ掲載しています。
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がんばってます
会員事業所紹介

このみせ

この会社

このひと

It can do it's best Worker.

PRIVATE GYM LAB

月・年会費必要なし！
（要入会金 11,000円）
使 っ た 分 だ け『30分
550円』で誰にも気をつ
かうことなく、トレーニ
ングができます。
ご家族やご友人と複数
人でのご利用も同料金！

24時間営業 完全個室の会員制トレーニングジム

夙川

●大社小学校

PRIVATE GYM LAB

夙川

阪急神戸線

●西田公園
〒

山手幹線

【所在地】西宮市西田町 1 − 3
阪急夙川サンらいふ 11 −東側
【TEL】050 − 5362 − 9686
【URL】https://goo.gl/maps/pNbFs5PtkYAKTrLZ8
【E-mail】 conﬁrm@blh-nishinomiya.com
【営業時間】24 時間 【定休日】なし 【駐車場】有り

れぽるとを見てご入会いただいた方には、

ご利用2時間分（2,200円）
サービス！！

※問い合わせ・ご質問 LINE ID＠gym-lab

芦屋国際労務事務所（社会保険労務士）

従業員が安心して力を発揮できる環境づくりをサポートします。
西宮商工会議所の労務問題解決相談員をさせていただいたご縁で入会さ
せていただきました。
人事労務に関する法改正は頻繁に行なわれ、その対応が企業に求められ
ています。難解な法律用語や法制度をシンプルにお伝えして、従業員の方
が安心して力を存分に発揮でき
る環境づくりのお手伝いをさせ
ていただきます。初めての雇入
れをされる事業場様向けの「創業
社会保険労務士
市原 路子

応援プラン」もご用意していま
す。お気軽にお問合せください。

【所在地】芦屋市松浜町
【TEL】090-9868-8161
【E-mail】ichihara.michiko@gmail.com
【営業時間】9：00 〜 18：00
【定休日】土曜日・日曜日・祝日

11

Report ◆ 2022 January ◆ 西宮商工会議所

本誌を見てお問合の方は、

初回相談料が無料（約60分）

女性会の活動

女性会通信

「SDGs セミナー実践講座」を受講して

実践したことを知らせることで信用力も！

新年のご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年もコロナですべての行事が中止
になり、社会全体の動きが滞りがちになりました。
このような事態がいつまで続くのか 本当に見通しがた
たず、閉塞感につつまれていました。
そんな中、賛否両論がありましたが、一年遅れのオリン
ピックが開催されました。アスリートの皆様は、開催予定
に合わせて鍛えてきた心と体をもう一度調整しなければな
りません。しかもいつ開催されるか分からない状態の中、
充分な練習スペースもとれず、体を維持していくことは大
変なご苦労があったことと思います。そして並々ならぬ努
力の結果、卓越した演技と技能で私たちを魅了し、あの素
晴らしいメダル奪取は私たちに勇気と感動を与えて下さい
ました。
私たちもどんな環境にあっても為せば成るの精神で困難
を乗り越えていきたいと思います。
去年からまた新型コロナウイルス変異株があらわれてい
ますが、この二年間で得た教訓を活かし、感染対策を充分
にとり、決して油断せず前を向いて行きたいと思います。
本年も皆様のご健康と益々のご繁栄を心からお祈り申し
上げます。
西宮商工会議所

女性会

女性会

会長

上田みち代

今後の取り組み

さくら FM にて放送

―西宮商工会議所女性会 presents―
「SDGs

さくら FM

in 西宮」

Saku っと La・ら Ra 西宮

内

【放送日時】2022年１月６日（木）、１月 13日（木）、
１月 20日（木）
、２月３日（木） 各 AM11：00頃～
＊＊＊＊＊ 是非お聞きください ＊＊＊＊＊

前月と比べたDI値の動き
改善

ほぼ横ばい

悪化

11月１日西宮
中央公民館にて
女性会主催で開
催した「SDGs セ
ミナー実践講座」
に参加しました。
りそな総合研究
所大阪コンサル
ティング部コン
サルタントの太
西宮商工会議所女性
会は持続可能な開発
畑講師からのお
目標（SDGs）を支援
話はとても分か
しています
り や す く、 沢 山
の気付きをいただきました。
難しく考えずにそれぞれで何ができるか。色々な例を上
げながらの説明で、初めから難易度が高そうなことにトラ
イするのではなく、身近で簡単なものから始め、周りを巻
き込むことが大切なことだと思いました。
ワークで「SDGs」の 17項目の中から、自分の出来そうな
ことを書き出していると、既に実行しているものがあったり、
「こんなことができるかも」と気づく楽しい時間となりました
我社は地球蘇生プロジェクトに参加させていただいてい
る関係上、すでに「SDGs」に取り組んでいる事業がいくつ
かあります。しかし、今まであまり周囲に知らせることを
していなかったのですが、今回 HP やフェイスブックなど
に表示することが、会社の信用度のアップに繋がるととも
に、共感する仲間との繋がりを生むことになると教えてい
ただき、早速、HP に記載いたしました。
地球のために何ができるか。ペットボトルを水筒に変え
るなど、他の生き物と共生するためのゴミ減らしや、地球
のために何ができるかを考え、目先の利益ではなく事業を
していくことがこれからは大切なことだと感じました。
株式会社

早期景気観測

AI プランニング

ローズサロン Tom・Tom
代表 木島 知子

LOBO

業種別の動向
2021年11月調査結果

建設業

資材価格上昇による収益圧迫や、東南アジアでの感染拡大を背景とした住宅設備機器などの納品遅れ・欠
品の影響が続くものの、災害復旧を含む公共工事の下支えや住宅関連の民間工事の持ち直しが寄与し、改善。

製造業

イベント向けなどの受注に持ち直しの動きが見られる印刷業・製紙業や飲食料品製造業の売上が伸び、改善。
一方、自動車関連を中心に鉄鋼や資源価格の上昇による収益圧迫や半導体不足による生産活動への影響が
続いているとの声は多い。

卸売業

物流費や包装資材などの価格上昇が収益を圧迫しているものの、制限緩和に伴いイベントや外食向けの受
注増が続く農畜水産物・飲食料品関連が全体を押し上げ、改善。

小売業

制限緩和に伴い客足が戻りつつある百貨店などの売上増が寄与し、改善。一方、食料品や日用品などの巣
ごもり需要による売上の一服感を指摘する声も聞かれた。

サービス業

運送業では燃料費上昇による負担増が続いているものの、制限緩和に伴い客足が戻りつつある飲食・宿泊
業を中心に売上が増加し、改善。ただし、通常営業再開による人手不足が生じているとの声も聞かれた。
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青年部

入ってよかった青年部

【副会長

平山

昭吾】

あけましておめでとうございます。広報委員会担当副会長の
平山と申します。本年も青年部活動にご理解とご協力を賜りま
すよう謹んでお願い申し上げます。
当社は【お墓の兵庫】という屋号のとお
り、お墓を中心とした石材を販売させてい
ただいております。お墓以外では、石材加
工の修業時代に培った技術と知識をもと
に、寺社仏閣での石工事や、灯篭などの庭
石工事、建築石材工事なども多く携わらせ
ていただいており、お仏壇仏具の販売など
も行っております。
当社では、良質素材の選定・各宗旨宗派
に合わせたお墓づくりを基本に、「どなた
が、どなたの為に建てられるお墓なのか」
を、お客様からじっくりお話をお聞きし、それぞれのご家庭に
あわせたお墓のご提案・製作をさせていただいております。
コロナ禍において、ホームページからのお問い
合わせが増えましたが、意外なことに若い世代の
方からだけではなく、ご年配の方からも「スマホ
で見て」等と、メールや電話を数多くいただいて
おります。（墓石のネット販売事業において平成
23年度経営革新計画承認）
青年部へ入会して 16年になりますが、会議や事業を通じての
仲間づくりができ、おかげさまで友達の居ない私でも昼や夜の
ご飯の相手に困らなくなりました。また、異業種の多くの方と
何気ない会話を重ねる中で自身の仕事に役立つ「気づき」を多く
頂き、今日の仕事の内容に結びついているところであります。
【事業所名】お墓の兵庫（株式会社兵庫）
【所在地】兵庫県西宮市中前田町 3-14 【電話番号】0120-660-111
【俺たち☆ B 専ボーイズ !!!】
さくら FM で毎月第一木曜日 20：30 ～生放送配信中！

からの

ご案内

i
Blue Nav

小橋勇太氏をお招きして、
コロナ禍を生き抜くための
ビジネスのヒントについて
ご講演いただきました。
コロナ禍を上手く生き抜
いている企業の特徴とし
て、今回のコロナのように天変地異の状況になってもそれを
チャンスと捉え、時代のニーズに合わせて事業を転換出来たこ
とが重要なポイントだと強調しておられました。
また、新しい機材の導入やコロナによって以前とは変化した
お客様のニーズを察知することはもちろん、元々自社が持って
いた技術を時代のニーズに合わせ、他の事業に活用出来ないか
と視点を変えて動いた企業が大きな変革を遂げ、成功を収めて
いると語られました。
逆に、コロナ禍で業績を落とした企業の特徴としては、コロ
ナの初期の段階で「この未曾有の状況もそう長くは続かずに終
息するだろう」と捉え、資金調達をしなかったために新規事業
へ参入出来なかった点や、変化に対応せずコロナ前と同じやり
方で踏ん張ろうとした点を挙げられておられました。
また、コロナ禍で広まったリモートワークで必須となった業
務のオンライン化に着目し、オンラインでの業務を効率化する
無料アプリを、便利な使い方と共にご紹介いただきました。
コロナ禍でのビジネスにおいて、「何か新しいことを始めた
い」と漠然と思いながらも具体的に案を詰められなかったり、
形に出来なかったりした経営者は多いと思います。
今回の研修事業で、コロナ禍での経営者の思考の転換の必要
性や、コロナ以前との需要の変化についてご教示いただけたこ
とで、そうした漠然とした思いを具現化するヒントをいただき、
「新たに何が出来るのか」
「今後どのようになっていきたいのか」
と、改めて考える良い機会をいだきました。
今はまだコロナの明確な終息は見えませんが、５年後 10年
後、今のコロナ禍の出来事を笑い話にしながら楽しくお酒を飲
んでいたいものですね。

11 月度会員研修事業
2021年 11月 10 日（水）
、西宮市民会館中会議室にて「１
歩先に～ with コロナ時代を生き抜く～と題し、大阪イノベー
ションハブ統括プロデューサー・長川勝勇氏、ヤフー株式会社・

青 年 部
会員募集
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新入会員を募集しております。 青年部入会資格は、商
工会議所の会員事業所で、経営者及び後継者又は幹部社
員で 50 歳未満の方。
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【年会費】12,000円
【窓 口】西宮商工会議所 新垣／神澤
TEL：0798－ 33 － 1258

鑑
図
品

西宮逸

Nishinomiya IPPIN Zukan
第 30 回

市内の優れた商品（モノ）
を紹介します。

甘味と舌触りにこだわるきんつば

戎金鍔
谷矢製餡株式会社
えびす宮総本社・西宮神社のお膝元に、やさし
い甘さでほっと癒やされる銘菓があります。創業
以来 76 年以上、この地で営業を続ける製餡所が
丹精を込めて作り上げるきんつば。そのおいしさ
に迫ります。
3 個セットでの販売。進物用の箱入りにも対応。

◆甘さ控えめの滑らか粒あん
和菓子の味を大きく左右する「あん」。砂糖、小豆、水、

◆戎金鍔の自動販売機が話題に
店 頭 で の 販 売 に 加 え、

というシンプルな材料だからこそ繊細で、炊き方や練り

2021年 9 月 か ら は 店 舗

方によって味わいも食感も大きく変化します。谷矢製餡

横に戎金鍔などの自動販売

は、そんなあん作りを専門に行う製餡所。昭和 20年の

機も導入。見た目の楽しさ

創業以来、各種あんを製造販売してきました。信条は高

と気軽に購入できることか

品質の厳選した北海道小豆と選び抜いた砂糖、丁寧に濾

ら、予想以上に人気を博し

過した軟水を用いること。こだわりの材料と製法で仕上

ています。

げた上質なあんは、和菓子はもちろん、パンや洋菓子に

「コロナ禍の世情や、17

ずらりと並んだ戎金鍔など。

もよく合うと評判です。

時でお店が閉まることもあって導入しました。営業時間

「 戎 金 鍔 」は、 西 宮

中でも自動販売機で購入されるお客様は多いですね。今

のお土産としてあんを

後は自動販売機だけの商品も増やしていければ」と辰馬

生かしたお菓子を、と

さん。伝統の製法や味わいをしっかり守りながら、時代

約 25年 前 に ３ 代 目・

に合わせてフレキシブルに挑戦していく姿勢が伝わって

清水勝巳さんが考案。

きます。

小豆本来の味わいを存
分に楽しんでほしいと
一般的なあんより砂糖

◆素朴で楽しい和のお菓子
粒あんのほか、皮に

あんの粒感が際立つ戎金鍔。

を控えめにし、すっきりとした甘さに仕立てました。

抹茶を加えた「抹茶」、

「3 〜 4 時間かけて小

白あんと鳴門金時で仕

豆を炊きます。炊きが

立てた「芋（秋冬限定）」

あまいと皮が硬くて食

もラインナップ。いず

べた時に口に残る。粒
感をしっかり残しなが

れも店頭・自販機とも
に購入可能です。また、

「抹茶」
（左）と「芋」
（右）。

らも皮が気にならない

自慢の北海道小豆 100％の粒あんと最中の皮をセパレー

のが、戎金鍔の特長で

トで販売する「手作り最中セット」も同社の人気商品。

す」と話すのは４代目・

食べる直前に自分であんを詰め、パリッと小気味良い食

辰馬雄吉さん。その言葉通り、噛むごとに滑らかに溶け

感を楽しみます。素朴ながら上質な甘味、ちょっとひと

る上品な食感に驚きます。

息にぴったりです。   

長年通うファンも多い。

商品に関する問い合わせ先
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（取材協力：ウエストプラン）

谷矢製餡株式会社 西宮市本町 8－1
【TEL】0798-22-4328
【URL】http://www.tani-ya.co.jp/
【営業時間】8：00 〜 17：00 ※土・祝は 8：00〜 12：00
【休み】日曜
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